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サイトカイン研究のパイオニアであり国際サイトカイン学会（現在の国際サイ

トカイン・インターフェロン学会）の創設会⻑で終⾝名誉会員であった National 
Cancer Institute (NCI), NIH, USA の Dr. Joost J. Oppenheim（JJO、通称 Joe）
が尿管がんのためにこの 5 ⽉ 14 ⽇未明に逝去されました。享年 87 歳です。謹
んで哀悼の意を表します。⽣涯 NCI 研究者として現役を貫き、研究の喜び、研
究に対する熱意 Ambition、研究を通したがん治療への貢献に対する意欲を失う
ことの無かった⽣き様は本当に天晴れ（あっぱれ）でありました。 

彼の研究業績は、1970 年代の IL-1 発⾒者である Dr. Igal Gery との IL-
1=thymocyte co-mitogenic factor の免疫⽣物学に関する研究、私とのヒト IL-1
α/βの精製と IL-1βの成熟・活性体の同定（ICE/Caspase 1 による cleavage site
の同定= Inflammasomeの発⾒・⾃⼰炎症症候群の概念確⽴に繋がる基盤研究)、
ケモカインのプロトタイプの発⾒（IL-8/CXCL8 と MCAF/CCL2 の精製・cDNA 
cloning）、アラーミン HMGN1 の抗腫瘍免疫増強作⽤の発⾒などに代表されま
す。 

Dr. Oppenheim/JJOは⽣い⽴ちを知らない⼈からみるとただAmerican Dream
を実現させた幸せな移⺠ Jewish と思われるかもしれません。しかし、彼の⽣ま
れ育ちはそれは厳しいものでありました（JJO70 歳誕⽣会での配布資料『Good 
Luck with Bad Luck』参照）。第⼆次世界⼤戦中、Nazis による Jews 迫害が激化
したドイツからオランダに逃れた両親のもと Venlo にて 1934 年に⽣を受けまし
た。しかし、オランダでも Jews への迫害が始まり、両親は Camp に送られ⽗親
は Auschwitz で殺されました。JJO とその弟は Christian の家に潜伏し、村は凄
まじい英独の戦場と化したにも関わらずなんとか⽣き抜くことができました。戦
争終結とともに 11 歳の時に無事帰還した⺟親に引き連れられ弟と共に Bronx, 
NY, USA になんとか移住することができました。⼩学校では全く英語を話すこ
とができず、最初に覚えた英語は教師の発する Shut up だった、と留学時英語に
困っていた私に教えてくれたことを思い出します。JJO は弟がトラック運転⼿と
して働くことで家計を助け、⾼等教育を受けさせてもらい、Columbia ⼤学医学
部を 1960 年に卒業し、Seattle でのインターン後 NIH での臨床研修、英国
Birmingham ⼤学への留学を経て 1966 年より最期まで NIH（NCI-NIDR-NCI）
研究者として⼈⽣を全うされました。本当に波乱万丈の⼈⽣でした。  

私にとって JJO は 1982-1990 年 NIH 留学時の研究室の Laboratory Chief



（Laboratory of Immunoregulation=最初数ヶ⽉は NIDR、その後は NCI in 
Frederick）であり、⼀貫して留学時から今⽇まで研究⾯での師でありました。ま
た、早くに⽗親を亡くした私にとっては⽶国の⽗ともいうべき存在でありました。
留学のために Bethesda, MD に着いた最初の⽇もそうでしたが、私が NIH を離
れた後も毎年のように NIH を訪問するたびに彼の家に泊めてくれました。娘さ
んの成⼈式、Jewish 家族の宗教的儀式、Thanksgiving day dinner などへの招待、
さらに頻回に開催された研究員とその家族を含めた数⼗⼈規模のbigホームパー
ティなど本当に at home な家族ぐるみの付き合いをしてくれました。奥さん Liby
も本当に献⾝的に JJO を⽀え、我々の⾯倒をみてくれました。私が NCI の tenure 
positionをofferされたのにも関わらず帰国の意志を告げた時、JJOは⾮常にangry
になりましたがそれをなだめてくれたのは Liby だったと後に聞かされました。
その Liby も RA に伴う肺線維症で早く亡くなり、その後 Ann Goldman と再婚、
Rockville Pike のすぐそばの condominium で幸せに晩年を過ごしたとのではと
思っております。JJO には⼆⼈の娘と⼆⼈の息⼦たちがおり、⾮常に high level
の教育、intelligence の⾼い仕事に従事しておりますが、JJO の何よりの⾃慢は
⼗⼈を超える沢⼭の孫たちで、孫全員をガラパゴス諸島へ連れて⾏ったことを嬉
しそうに話していたことを思い出します。 

JJO は⾮常に優れた研究者でありましたが、家族や研究員への思いやりにとど
まらず、研究 society に対する献⾝的な貢献にみられるように素晴らしい⼈物で
もありました。国際サイトカイン学会 ICS の⽴ち上げ、その後の ICS と国際イ
ンターフェロン学会統合による国際サイトカイン・インターフェロン学会 ICIS
の創設（Founders：岸本忠三、C. Dinallero、JJO）に関わり、Editor in Chief of 
J. Leukocyte Biology を⻑期間務めました。 

研究室では毎朝研究員と顔を合わせるたびに Whatʼs new? Anything exciting 
and/or unexpected? Why do you have to do it? Why not by others? So what? と
話しかけてきました。研究員には優しくも Science に関しては⾮常に厳しい⽅で
した。いくつになっても⼦供のように好奇⼼いっぱいで、ともかく original な研
究・発⾒を求めていました。時に discussion は emotional になり、⽇本⼈研究者
は⼀般になぜそんなに stubborn なのか？rigid と stubborn の違いが分かるか？
と⾔いました。それでも JJO は⽇本⼈の⼼を読む以⼼伝⼼という⾔葉を理解した
稀有のアメリカ⼈でありました。彼の性格と⾮常に似たものを持つ私は、とりわ
け何も⾔わなくても分かるだろうという感じで本当に最期まで私的にも仲良く付
き合い、研究⾯でも JJO と fruitful な共同研究を⾏うことができました。 

Science (scientific data) has to be reproduced by others と Be fair (to others) in 
Science が彼のいつもの我々への忠告でありました。留学時代にはよく journals
から JJO に review が送られてきましたが、その下請けで review comments を彼



に⽰した時に、なぜそんなに⽢いのか？と⾮難するとともに、良い仕事は良いと
して競合相⼿であっても fair な judge を求めました。また、materials の点でも
私の精製した IL-1、抗 IL-1β 抗体、recombinant IL-8 等の第三者への提供にお
いて、競争相⼿であれ相⼿を materials で縛ってはいけない、be fair とよく⾔わ
れました。また、研究データの reproducibility に関しても今の時代に通じる⾮常
に重要な助⾔でありました。 

JJO は私が NIH を離れた 1990 年以降、⾃然免疫に興味を持つようになり、そ
の中で壊死細胞から放出される様々な免疫制御因⼦に注⽬するようになり、それ
らを Alarmins と命名し、それらの内で nucleosome binding protein、HMGN-1
のマクロファージ・DC 活性化を通した抗腫瘍免疫作⽤を⾒出し、その臨床への
応⽤を夢⾒ておりました。当初私は HMGN-1 に関する研究に関しては傍観して
おりましたが、数年前に我々の研究室にてHMGN-1と抗CD4抗体または抗PD-
L1 抗体との劇的抗腫瘍効果を確認することができ、共著論⽂として発表して以
降現在まで、HMGN-1 の免疫活性化をもたらす最⼩ペプチドの同定、作⽤機序
解明のための研究を精⼒的に実施しております。幸いにも本研究は今年度から
AMED-次世代がんに採択されましたので、JJO の弔い合戦ではありませんが、
HMGN-1の抗腫瘍薬としての開発を成し遂げたいと決意を新たにしております。 

Joe！思い出は尽きません。あなたは研究における本当に素晴らしい mentor で
ありました。また、全ての⼈に対して思いやりのある、⾮常に fair な、⾯倒⾒の
良い⼈でした。本当にありがとうございました。安らかにお眠りください。 
 


